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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 48,401 ― 9,000 ― 9,063 ― 5,368 ―

20年3月期第3四半期 32,633 5.1 3,238 △45.5 3,322 △45.0 1,994 △45.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 21,055.32 ―

20年3月期第3四半期 7,821.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 62,382 42,255 67.7 165,738.83
20年3月期 50,078 37,984 75.8 148,983.87

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  42,255百万円 20年3月期  37,984百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 1,750.00 ― 2,250.00 4,000.00
21年3月期 ― 2,000.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,000.00 4,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 51,000 26.0 6,200 76.5 6,300 75.4 3,800 84.6 14,904.59

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  254,955株 20年3月期  254,955株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  254,955株 20年3月期第3四半期  254,955株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．上記の業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と異なる結果とな
る可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料2ページから4ページをご参照ください。 
 ２．当事業年度から「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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５．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,696 21,303

受取手形及び売掛金 15,110 8,864

有価証券 2,603 1,101

商品及び製品 188 99

原材料及び貯蔵品 1,178 2,265

前渡金 996 1,189

繰延税金資産 519 438

その他 318 397

貸倒引当金 △79 △46

流動資産合計 47,532 35,611

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,537 2,584

機械及び装置（純額） 1,236 1,643

工具、器具及び備品（純額） 1,421 1,261

土地 4,363 4,363

その他（純額） 118 163

有形固定資産合計 9,677 10,016

無形固定資産 176 228

投資その他の資産   

長期前払費用 2,577 3,098

その他 2,580 1,156

貸倒引当金 △162 △32

投資その他の資産合計 4,995 4,222

固定資産合計 14,849 14,466

資産合計 62,382 50,078

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,943 9,226

未払法人税等 3,139 314

賞与引当金 232 316

役員賞与引当金 － 90

その他 2,440 864

流動負債合計 18,756 10,811

固定負債   

退職給付引当金 602 530

役員退職慰労引当金 － 699

その他 768 53

固定負債合計 1,370 1,283

負債合計 20,126 12,094



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,281 3,281

資本剰余金 3,258 3,258

利益剰余金 35,718 31,433

株主資本合計 42,257 37,973

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 10

評価・換算差額等合計 △2 10

純資産合計 42,255 37,984

負債純資産合計 62,382 50,078



（2）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 48,401

売上原価 28,076

売上総利益 20,324

販売費及び一般管理費 11,323

営業利益 9,000

営業外収益  

受取賃貸料 62

利用分量配当金 9

受取ロイヤリティー 15

その他 35

営業外収益合計 122

営業外費用  

シンジケートローン手数料 33

賃貸収入原価 19

その他 7

営業外費用合計 60

経常利益 9,063

特別利益  

固定資産売却益 2

貸倒引当金戻入額 22

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 13

特別損失合計 13

税引前四半期純利益 9,074

法人税、住民税及び事業税 3,816

法人税等調整額 △109

法人税等合計 3,706

四半期純利益 5,368



（3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 9,074

減価償却費 2,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162

賞与引当金の増減額（△は減少） △84

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △90

退職給付引当金の増減額（△は減少） 71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △699

受取利息及び受取配当金 △25

固定資産売却損益（△は益） △2

固定資産除却損 13

売上債権の増減額（△は増加） △6,246

たな卸資産の増減額（△は増加） 997

未収消費税等の増減額（△は増加） 142

長期前払費用の増減額（△は増加） 272

仕入債務の増減額（△は減少） 3,726

未払金の増減額（△は減少） 753

未払消費税等の増減額（△は減少） 526

その他 1,026

小計 11,651

利息及び配当金の受取額 24

法人税等の支払額 △1,015

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,660

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △2,606

有価証券の償還による収入 1,100

投資有価証券の取得による支出 △1,259

有形固定資産の取得による支出 △1,448

有形固定資産の売却による収入 46

無形固定資産の取得による支出 △7

その他の支出 △181

その他の収入 164

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,191

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,076

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,393

現金及び現金同等物の期首残高 21,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,696



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い

四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 32,633

Ⅱ　売上原価 20,228

売上総利益 12,405

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,166

営業利益 3,238

Ⅳ　営業外収益 103

Ⅴ　営業外費用 19

経常利益 3,322

Ⅵ　特別利益 34

Ⅶ　特別損失 271

税引前四半期純利益 3,084

税金費用 1,090

四半期純利益 1,994



(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純利益 3,084

　減価償却費 1,739

　貸倒引当金の増減額 39

　賞与引当金の増減額 △137

　役員賞与引当金の増減額 △160

　退職給付引当金の増減額 133

　役員退職慰労引当金の増減額 46

　受取利息及び受取配当金 △9

　固定資産売却益 △1

　ゴルフ会員権売却益 △5

　固定資産除却損 190

　売上債権の増減額 △8,896

　たな卸資産の増減額 △962

　未収還付消費税等の還付額 △110

　長期前払費用の増減額 △1,575

　仕入債務の増減額 10,389

　未払金の増減額 1,462

　未払消費税等の増減額 △52

　その他 265

小計 5,438

　利息及び配当金の受取額 6

　法人税等の支払額 △2,285

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,159



前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　有価証券の取得による支出 △2,101

　有価証券の償還等による収入 5

　投資有価証券の取得による支出 △100

　有形固定資産の取得による支出 △2,387

　有形固定資産の売却による収入 3

　無形固定資産の取得による支出 △56

　投資その他の資産の取得による支出 △186

　投資その他の資産の回収による収入 178

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,644

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △1,450

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,450

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △2,935

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 22,845

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 19,910
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